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この度、メディカルノートの医療アドバイ

ザーに就任致しました。

http://medicalnote.co.jp/about.html

　メディカルノートとは医師と患者をつなぐこ

とをミッションとし、正しい医療情報を発信す

る活動をしている企業です。自分や身内が病気

になればまずメディカルノートなどの医療検

索サイトで調べるというのが現代社会のルー

ティーンになりつつあります。メディカルノー

トの医療検索サイトには月間2000万ユーザー

が訪れ、医療情報を集めようとしています。メ

ディカルノートの医療アドバイザーの仕事のう

ちで一番重要なものは、発信する医療情報に客

観性を与えることです。

　内科医である特別顧問の高久史麿氏（日本医

学会前会長）のもと、現在のアドバイザーは、

がん治療領域からは垣添忠生氏（国立がんセン

ター名誉総長）、小児科領域からは五十嵐隆氏

（国立成育医療研究センター理事長）、神経科

領域からは糸山泰人氏（国立精神・神経医療研

究センター元院長）、外科領域からは平田公一

氏（札幌医科大学附属病院元病院長）、経営管

理領域からは堺常雄氏（日本病院共済会代表取

締役、日本病院会名誉会長）や羽鳥裕氏（日本

医師会常任理事）などが名を連ねておられ、日

本の医療界の頂点の方々です。今回非才ながら

私も加わって計10名体制のアドバイザリーボー

ドとなりました。形成外科領域と美容医療領域

情報の客観化が私の主な役目と考えております

が、この領域に限らず医療全般において、正し

い情報が一般の方々に伝わるようにこのアドバ

イザーの役割を果たしていきたいと思っており

ます。また、大阪みなと中央病院長としても

益々港区、大阪市、大阪府にとどまらず日本全

体の医療に貢献していきたいと存じます。

　なお、ドクターズマガジン2020年5月号に特

集されました。

https://www.doctor-agent.com/

service/doctors-magazine/back-

number/2020/No05

https://minato.jcho.go.jp/wp-

content/uploads/2020/06/2020.05-

hosokawako-syouzou.pdf
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　今年4月から大阪みなと中央病院へ赴任しま

した、井上敦司です。当院にはもともと血液

腫瘍内科がなく、今年度より新たに新設しまし

た。これまで大阪市立大学医学部附属病院、四

天王寺病院で勤務し、主に前者では造血幹細胞

移植を、後者では高齢者の血液疾患の治療を

行ってまいりました。血液疾患は他の内科疾患

と比較すると発症頻度が少ないこともあり、血

液腫瘍内科を標榜している病院が少ないため、

認知されにくいのが現状です。ただ、高齢化に

伴い血液疾患が増加傾向にあるのも事実です。

当科では白血病、骨髄異形成症候群、悪性リン

パ腫、骨髄腫のような造血器悪性疾患と、溶血

性貧血をはじめとする各種貧血、特発性血小板

減少性紫斑病、再生不良性貧血など血液疾患全

般の診療を行っています。当院では他科の充実

以外に外来化学療法室の設備も整っていること

から、血液疾患のなかでもとくに造血器悪性疾

患に対する化学療法、分子標的療法を入院・外

来問わず積極的に行ってまいります（移植適応

例に関しては大阪市立大学附属病院またその関

連病院と連携し治療を進めていきます）。白血

病などの血液疾患は一昔前まで不治の病と言わ

れていましたが、最近は新規薬剤含め化学療法

の目覚ましい発展によって予後延長できる、あ

るいは治る病気になってきております。当科の

領域では重症な患者さんも多く、高度な知識と

経験を求められる診療が行われています。こう

した治療の実践には幅広い医学知識と経験ばか

りでなく、それらを統合することも必要です。

そのため、医師だけはなく、看護師、薬剤師、

臨床検査技師など他職種の医療スタッフがチー

ムとしてトータルケアを実践し、地域医療に貢

献できることを目指しております。不慣れな点

も多く、ご迷惑をおかけすることもあるかと思

いますが、今後ともご協力、ご指導をよろしく

お願いいたします。

血液腫瘍内科医長　井上　敦司

血液腫瘍内科医長あいさつ
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　大阪みなと中央病院に口腔外科を新規開設す

るにあたり昨年8月より赴任した松岡裕大と申

します。そして細川病院長をはじめ病院職員の

方々のご協力のもと9月に弁天町へ移転と同時

に無事口腔外科を開設することが出来ました。

大阪みなと中央病院に来るまではNTT西日本大

阪病院（現第二警察病院）、八尾市立病院、関

西労災病院、済生会吹田病院（部長）、大阪大

学歯学部（准教授）で勤務し、口腔外科疾患、

おもに口腔がんの治療を行ってきました。

　では口腔がんとは？どんなものでしょうか。

口腔がんは口腔内にできるがんで白板症などの

前癌病変からさらに病変がすすみ、がん化した

ものを言います。口腔がんのほとんどが扁平上

皮癌とよばれる口腔粘膜上皮から発生したがん

でそれ以外にも唾液腺から発生した腺癌や骨肉

腫のような肉腫もできます。扁平上皮癌におい

ては舌が最も多く、上下顎歯肉、口腔底、頬粘

膜、口蓋、唇にもできます。原因は明らかでは

ありませんが、喫煙、飲酒、慢性的な機械的刺

激（不適合の歯の詰め物等）、刺激物を好んで

食する、などが危険因子として考えられていま

す。日本における口腔がんの患者数は、1975年

には約2100人でしたが2005年には約6900人

と倍以上に増加しており2015年には約8000人

が口腔がんになっています。また人口の高齢化

にともない増加傾向にあります。さらには自分

の目でみえる部位にできることが多いがんにも

かかわらず、口腔がんの3人に1人はかなりがん

が大きくなってから医療機関を受診する事実も

存在し、いまだ進行がんが多くその生存率は全

がんの平均より低いと言われています。いずれ

にしても早い段階での治療が生命予後を左右し

ますので患者様で口腔内に気になることがあれ

ば気兼ねなく紹介していただければ幸いです。

また進行がんでも手術可能なものであれば本院

形成外科の先生方に協力していただき再建手術

も行っています。

　それ以外にも、顎口腔顔面領域に発症する

様々な口腔外科疾患、例えば親知らずの抜歯は

もとより、顎顔面骨折、顎変形症、口腔に発症

する良性腫瘍、炎症、ならびに顎関節症等の診

断・治療も行っています。またがんの治療前後

の感染制御および早期離床目的、高齢化にとも

なう誤嚥性肺炎予防、整形外科人工物挿入手術

の感染防止のために専門の衛生士による口腔ケ

アも行っています。

　これからも地域の方々と密接に関わりながら

少しでも地域医療に貢献できればと思っていま

すのでご協力とご指導のほどよろしくお願いい

たします。また口腔外科領域でお困りの際には

ご気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

口腔外科部長　松岡　裕大

口腔外科部長あいさつ
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　令和元年10月1日に始動しました大阪みなと

中央病院美容医療センター美容医療担当の白川

裕二です。平成11年に和歌山県立医科大学を卒

業後、大阪大学医学部付属病院麻酔科を経て、

同形成外科に入局し、大阪警察病院、りんくう

医療センター、大阪労災病院で形成外科を、そ

の後に美容医療の世界へ飛び込みました。は

じめは2、3年、長くても5年と決めていました

が、美容医療の世界は初めの想像とは大きく違

う特殊な世界で、酸いも甘いも、美容の技術だ

けでなく診察の仕方や間の取り方など、16年

かけてあらゆる経験をしてきました。私は実際

に美容医療の現状を内側から見てきたわけです

が、業界全体としては数々の問題が山積してお

り、美容に関するトラブルが多発しているのを

目の当たりにしてきました。それらのトラブル

は医師の技術不足によるものだけでなく、高額

な治療費が請求されるなど、『医は仁術なり』

の精神からかけ離れ、患者を苦しめるものも多

いため、『美容医療はあやしい医療』と言われ

る大きな要因となっていることは否めません。

今回細川院長の『日本の美容医療を変える、と

の大号令の元、始動した大阪みなと中央病院美

容医療センターの診察に携われたことは私の誇

りです。今後、美容医療の改革のため粉骨砕身

の努力をさせていただきますのでどうぞよろし

くお願いいたします。

美容医療センターでは埋没式二重まぶた形成術

や注射によるしわ改善などのいわゆる低侵襲の

治療や上下まぶた切開手術、フェイスリフトに

よる若返り、脂肪移植やインプラント挿入によ

る乳房増大術、脂肪吸引などを行っています。

また、ピコレーザーによるしみ治療やニキビ

跡・毛穴・しわ治療やロングパルスアレキサン

ドライトレーザーによる医療脱毛、ミラドライ

によるわき汗治療など各種レーザー機器等を用

いた治療を行っており、患者様の多種多様な要

望にできる限り対応可能な体制を取っておりま

す。美容医療にご興味のある方や予期せず美容

トラブルに巻き込まれた方が周りにおられまし

たらお声かけのほどよろしくお願いいたしま

す。

美容医療センター医員　白川　裕二

美容医療センター医員あいさつ
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　私は、今年度4月に島根県から転勤して参り

ました看護部長の坪内純子と申します。私事で

恐縮ですが、私は、昭和60年に看護師として現

在のJCHO玉造病院に採用され、以後令和2年

3月まで同病院で看護部長として勤務しており

ました。そして令和2年4月にこの大阪みなと中

央病院看護部長として就任いたしました。当院

は昨年9月に弁天町駅前に新築移転し、利便性

を強みとして新たなスタートを切りました。私

は、新病院を運営していくという重責に身の引

き締まる思いで日々を過ごしております。

　当院は、「やさしさと安心の医療で人々につ

くします」という基本理念に基づきJCHOの目

的である「地域において必要とされる医療」へ

の取り組みを強化しております。看護部は「地

域住民に寄り添い生活を支える看護を提供す

る」という理念を掲げ、患者様の意向に沿った

医療提供を行い、退院後の生活を見据えた看護

を提供していきたいと考えております。また、

「社会のニーズに応えられる専門職業人として

の能力を高め、主体性・自律性・創造性のある

看護が提供でき、さらに看護実践に充実感・満

足感がもてる看護師を育成する」という教育理

念の基、当院の看護職員としての誇りを持ち、

豊かな人間性、社会性を身につけ、自ら心身の

健康保持、増進に努めることができる看護師を

育成したいと考えております。

　最後に、皆さまにおかれましては、新型コロ

ナウイルス感染症の為に健やかに過ごすことが

できず、不安な日々が続いていることと存じま

す。このような情勢の中で看護管理者としての

私の果たす役割は大きく、組織的に意思決定す

る機会が多くありました。今後は、変化に柔軟

に対応できる専門知識と行動力、交渉力と協調

性をさらに養い学んでいきたいと考えます。ど

うぞ宜しくお願いいたします。

看護部長　坪内　純子

看護部長あいさつ

地域住民に寄り添い生活を支える看護を提供します。
1. 個人および家族に対し、権利や価値観、QOLを尊重し生活スタイルに沿った医療や看護が選択相談でき
る環境作りをめざします。

2. 専門職業人として主体性を持ち、知識・技術の向上に努め、病気にある人々の安全と安楽を守ることをめ
ざします。

3. 個人のニーズを的確に捉えて継続看護を実践し、地域の人々の健康増進につとめます。

理　　念

基本方針
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医員自己紹介

①専門分野　②趣味　③一言

① 腎臓内科、透析
② ゴルフ、音楽映画鑑賞
③ 尿蛋白、尿潜血、腎不全の患者様のご紹介よ

ろしくお願い致します。

① 消化器外科
② 料理・野球
③ 大学院を卒業し、本年4月より着任致しました。高齢化著しい

現代において、患者さんの抱える問題も複雑化しております。
また癌解析研究が急速に進歩するに伴い、癌治療の内容も多
種多様です。常にアップデートを心がけ、患者さんに十分満
足頂ける治療の提案と実践をモットーに尽力して参ります。

① 消化器内科
② ゴルフ、ドライブ
③ 本年4月より赴任いたしました、里本祐一と申し

ます。まだまだ未熟ではございますが、患者様
のお役に立てるよう精一杯努力してまいります
のでよろしくお願いいたします。

① 整形外科一般
② 映画・音楽
③ 外傷を中心とした治療を行っております。骨

折症例等ありましたらご紹介いただけると幸
いです。
今後、お世話になると思いますが、よろしく
お願いいたします。

① 整形外科（骨折外傷、骨粗鬆症）
② 旅行、愛犬と散歩
③ この度2020年4月より大阪みなと中央病院に赴任いたししました整形

外科の中山博尭（ひろたか）です。
以前の病院では主に骨折外傷や手の外科、骨粗鬆症治療を中心に経験
を積んで参りました。
今までの経験を活かして大阪みなと中央病院でも患者様に適切な治療
を提供できるように努めて参ります。
どうぞよろしくお願い致します。

① 眼科一般
② 旅行、スポーツ観戦
③ 本年度4月より赴任致しました前野紗代と申し

ます。患者様に満足していただけるよう尽力
してまいりますので、どうぞよろしくお願い
致します。

① 整形外科
② サッカー
③ この度ご縁があって、本年度から大阪みなと中央病院に着任しました山浦鉄人と申します。

私は平成28年に大阪医科大学を卒業後、兵庫医科大学病院で初期研修を終了し、兵
庫医科大学整形外科学教室に入局しました。本年からささやま医療センターで勤務す
るにあたり、これまでの経験を生かし、整形外科疾患、脊椎外科疾患を主としながら
も、家庭医療、総合診療を含めた、港区の地域医療に貢献していきたいと考えており
ます。また、近隣の病院や開業医の諸先生方のご指導を賜りながら、整形外科医とし
て日々研鑽を積んでいきたいと考えております。
ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、より良い医療を提供できるよう努力
してまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

腎臓内科
中田裕人�医長

外　科
柳澤公紀　医員

消化器内科
里本祐一　医員

整形外科
寛田佑介　医員

整形外科
中山博尭　医員

眼　科
前野紗代　医員

整形外科
山浦鉄人�医員
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お問い合わせ

ご寄贈いただきましたご寄贈いただきました

寄贈日 寄贈者 寄贈品
6月08日 厚生労働省 アイソレーションガウン 1,500枚、フェイスシールド 900SET
6月04日 大阪府感染対策課 感染防止ガウン 1,000SET
6月03日 大阪市港区医師会 サージカルマスク 300枚
5月25日 ジャニーズグループ Smile Up Project様 サージカルマスク、KN95マスク、ガウン
5月25日 株式会社ＫＤＰ様 ガウン
5月25日 大阪市保健所 サージカルマスク 1,600枚、KN95マスク 90枚、雨合羽 125Set
5月21日 大阪鶴橋　海南亭 様 フェイスシールド 100SET
5月13日 千葉県印西市 ささゆり会 様 手術用 布ガウン、帽子、マスク
5月13日 AKASHIYA 明石　信二 様 不織布マスク
5月12日 大阪市保健所 雨合羽 500SET
5月11日 株式会社ＫＤＰ様 飛沫感染防止用フェイスガード 100SET
5月08日 大阪府感染対策課 N95マスク 320枚、アイソレーションガウン 300枚
5月01日 新潟市　白倉　悠企様 不織布ジャケット、パンツ 100SET、FFP2マスク 100SET
4月30日 Kid's Shield Support様 フェイスシールド 100SET
4月27日 株式会社ＫＤＰ様 飛沫感染防止スクリーン 10SET、飛沫感染防止用フェイスガード 30SET
4月22日 わきさか歯科・矯正歯科　病院長　和気坂　六義様 メディカル・グローブ
4月18日 医療法人慈恵会 中村病院　病院長　陣内　陽介様 手術用ガウン 30着、手術用シーツ 60枚
5月15日 厚生労働省 サージカルマスク 8,000枚
4月22日 厚生労働省 サージカルマスク 2,000枚
4月10日 厚生労働省 サージカルマスク 2,000枚
4月09日 大阪市港区医師会 サージカルマスク 400枚
4月09日 大阪府感染対策課 大阪府感染対策課 サージカルマスク 1,000枚、N95マスク 150枚
3月18日 大阪市保健所 サージカルマスク 8,000枚、サージカルガウン 80枚

2020 年 6 月 9 日更新

温かいご支援ありがとうございます。
医療物資の不足により従来医療の継続が危ぶまれる状況において、下記の方々より医療物資をご寄贈
いただきました。

職員一同、心より感謝申し上げます。
ご寄贈いただいた医療物資については、大切に使用させていただきます。

あなたのお時間を地域医療に役立ててみませんか！

活動曜日、時間、内容についてはご相談に応じます。

独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪みなと中央病院
総務企画課までお気軽にお電話ください。

●患者さんのプライバシーを厳守できる方
●制服（エプロン）貸与あります。

●大学生以上で心身とも健康な方
●ボランティア保険に加入します。

外来援助
・玄関案内、受付案内
・車いす介助
・受診科までの案内
・外国語、手話通訳

など

病棟援助
・入院案内
・配茶、配膳
・洗濯、買い物
・ベッド周りの整理整頓
・話し相手、散歩
　　　　　　��など

その他
・お花の手入れ
・患者さんの縫物
・洗濯、買い物
・看護用品の準備

など

TEL:06-6572-5721

大阪みなと中央病院 ボランティア大募集 !
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大阪みなと中央病院
独立行政法人地域医療機能推進機構　Japan Community Health care Organization :JCHO

Osaka Minato Central Hospital 〒552-0003大阪府大阪市港区磯路1-7-1
TEL　06-6572-5721（代表）
FAX　06-6573-2531（代表）
https://minato.jcho.go.jp

各科外来診療担当表

☆＜セカンドオピニオン外来＞事前に電話予約が必要
＊令和元年9月より小児科は専門外来（要予約）のみとなっております。
※…前月からの変更点

受付時間　AM 8:30～11:30　　PM 1:00～3:00　（午後は予約外来のみです）
（　）内の数字は、各医師が診療を行う日付です。但し、変更になる場合がございますので、
ご了承下さい。

診療
科名

月 火 水 木 金

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

内
　
　
　
科

G1 中田（初診） 小豆澤（初診） 加藤（初診） 辻☆（初診） 山元（初診）

G2 辻（初診）☆ 里本（初診） 坂本（甲状腺） 高田（呼吸器） 中田（腎・高血
圧） 三好（消化器）

G3 加藤（循環器） 堀井（糖尿病） 東山（呼吸器） 浅沼（糖尿病） 小豆澤（消化
器）

里本（消化器内
科） 寺﨑（呼吸器） 赤野（呼吸器）

G4 國重（循環器） 別府（循環器） 楠（糖尿病） 伊藤（腎・高血
圧）

伊藤（腎・高血
圧） 村田（消化器）

G5 浅沼（初診） 國重（初診） 國重（循環器） 村田（初診） 後藤（初診） 伊藤（初診）

G6 里本（消化器内
科）

佐木山（神経内
科） 村田（消化器） 辻（消化器） 辻（消化器） 山元（循環器） 加藤（循環器）

G7 川田（腎・高血
圧）

川田（腎・高血
圧）

中田（腎・高血
圧） 田矢（糖尿病） 川田（腎・高血

圧） 三好（消化器） 禁煙外来（15時
～）

小豆澤（消化
器） 浅沼（糖尿病）

G8 畑（糖尿病） 井上（血液内
科）

井上（血液内
科） 山元（循環器） 東郷（神経内

科） 別府（循環器）

小
児
科
＊

H9
赤木 

（アレルギー・神
経）

小川（心理）

乳児健診・予防
接種

外
　
　
　
科

Ｈ7 輪番制　　　 谷口 輪番制 榎本（乳腺・甲状
腺外科） 三宅 中島（脳神経外

科） 森本☆（2、4週）

Ｈ8 山中 植野 谷口（1、3週）

手術（午前） 手術（午後） 柳澤 手術（午前） 手術（午後） 手術（午前） 手術（午後）

整
形
外
科

Ｊ1 中山 中山 小倉 寛田 小倉

Ｊ2 今村 今村 有住 今村 山浦

Ｊ3 寛田（6,20日）/
山浦（13,27日）

寛田（14,28日）
/山浦（7,21日） 篠田

形
成
外
科

Ｈ3 藤山 細川（第1,3月曜
日のみ完全予約
制）☆ 手術

久保 
（予約のみ14時
～16時） 

藤山

手術

戸田（静脈瘤外
来　第2,4木曜
予約のみ） 
垣淵（第2,4木
曜予約のみ）

髙木

Ｈ4 髙木 會沢 會沢

手術 手術

皮
　
膚
　
科

Ｈ1 藤原（碧） 手術・検査 三浦 手術・検査 藤原（作） 三浦 三浦

Ｈ6 梅園 髙田 三浦 藤原（碧） 高齢者皮膚腫瘍
外来 藤原（碧） 高齢者皮膚腫瘍

外来

Ｈ5 三浦（予約外
来）

藤原碧（予約外
来）

高齢者皮膚腫瘍
外来

泌
尿
器
科

Ｂ4 安永 回診 福田 手術・検査 安永 検査 原田（第1,3,5木
曜日） 手術 福田 検査

福田（第2,4木
曜日）

婦
人
科

輪番制（検診の
み）

輪番制（検診の
み）

浅田（検診の
み）

＊ 現在、午前・午後ともに一般診療は、行っておりません。

眼
　
科

Ｎ1 檀上☆ 檀上 石田 手術 檀上 檀上 檀上

Ｎ2 原 原 原 佐藤 原 原 原

Ｎ3 前野 前野 前野 前野 前野

耳
鼻
咽
喉
科

Ｂ1 前田 手術 竹林 今岡 手術 森 岡

Ｂ2 今岡 福永 前田 竹林 福永

口
腔
外
科

初診 和田 松岡 非常勤 松岡 松岡 和田 和田 松岡 松岡

再診 松岡 和田 手術 手術 和田 和田 和田 和田


